
整備計画認定実績                                         （令和４年１月 18日現在） 

No. 整備計画の名称 整備計画の区域 区域面積 告示年月日・番号 

１ 洲本市新都心地区整備計画 洲本市塩屋町１丁目１番２ 他 
（４号区域） 

約 18.2 ha 平成 11 年３月 19 日兵庫県告示第 476 号 
（平成 11年４月１日から適用） 

平成 18 年 10 月 31 日兵庫県告示第 1134 号 

（変更認定・平成 18 年 11 月１日から適用） 

２ 丹南町野中地区整備計画 多紀郡丹南町野中字寺ノ前坪 22 番１ 他 
（現 丹波篠山市）（３号区域、４号区域） 

約 52 ha 平成 11 年３月 19 日兵庫県告示第 477 号 
（平成 11年４月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

３ 氷上町石生駅西周辺地区整備計画 氷上郡氷上町石生字竹原 550 番 他 
（現 丹波市）（４号区域） 

約 20 ha 平成 14 年３月 29 日兵庫県告示第 531 号 
（平成 14年４月１日から適用） 
平成 31 年３月 29 日兵庫県告示第 328 号 
（平成 31年４月１日から施行） 

４ 篠山市日置地区整備計画 篠山市日置字石川原 617 番２ 他 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域、４
号区域） 

約 61 ha 平成 14 年 11 月８日兵庫県告示第 1364 号 
（告示の日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

５ 篠山市乗竹地区整備計画 篠山市乗竹杭谷ノ坪 他 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域） 

約 40 ha 平成 16 年 11 月 19 日兵庫県告示第 1324 号 
（告示の日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

６ 篠山市黒田地区整備計画 篠山市黒田字ハノ坪 他 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域、４
号区域） 

約 54 ha 平成 16 年 11 月 19 日兵庫県告示第 1324 号 
（告示の日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

７ 篠山市野間地区整備計画 篠山市野間ハノ坪 他 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域） 

約 47 ha 平成 16 年 11 月 19 日兵庫県告示第 1324 号 
（告示の日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

８ 丹波市国領区整備計画 丹波市春日町国領 967 番 他 
（２号区域、３号区域） 

約 135 ha 平成 18 年４月１日兵庫県告示第 416 号 
（告示の日から適用） 

９ 丹波市多田区整備計画 丹波市春日町多田 301 番 他 
（２号区域、３号区域） 

約 108 ha 平成 18 年４月１日兵庫県告示第 416 号 
（告示の日から適用） 

10 八鹿町岩崎区整備計画 養父市八鹿町岩崎区屋敷地 他 
（２号区域、３号区域） 

約 175 ha 平成 20 年４月 11 日兵庫県告示第 437 号 
（告示の日から適用） 

11 城下町八木地区整備計画 養父市八鹿町八木字殿屋敷 他 
（２号区域、３号区域） 

約 337 ha 平成 21 年３月 31 日兵庫県告示第 421 号 
（平成 21年４月１日から適用） 



12 篠山市味間奥地区整備計画 篠山市味間奥字坊垣内ノ坪 192 番地の２ 他 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域） 

約 152 ha 平成 21 年３月 31 日兵庫県告示第 422 号 
（平成 21年４月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

13 安志北の台地区整備計画 姫路市安富町安志字弥ノ谷 569 番地 他 
（３号区域） 

約 11.9 ha 平成 22 年８月 27 日兵庫県告示第 877 号 
（告示の日から適用） 
平成 31 年３月 29 日兵庫県告示第 329 号 
（平成 31年４月１日から施行） 

14 篠山市国道 176 号沿道地区 
整備計画 

国道 176 号の道路肩から 100ｍの範囲（一部
を除く） 
（現 丹波篠山市）（２号区域、３号区域、２
項区域） 

約 300 ha 平成 25 年３月 19 日兵庫県告示第 453 号 
（平成 25年４月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

15 
 

篠山市東岡屋地区整備計画 篠山市東岡屋字富山 700 番 他 
（現 丹波篠山市）（３号区域、４号区域、２
項区域） 

約 53 ha 平成 27 年３月 31 日兵庫県告示第 291 号 
（平成 27年４月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

16 篠山市城下町北地区整備計画 篠山市黒岡字見舞カイチ 102 番２ 他 
（現 丹波篠山市）（３号区域、４号区域） 

約 17.6 ha 平成 27 年３月 31 日兵庫県告示第 292 号 
（平成 27年４月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

17 篠山市丹南篠山口インターチェン
ジ周辺地区整備計画 

篠山市網掛字市ノ坪 429 番 他 
（現 丹波篠山市）（３号区域、４号区域） 

約 98 ha 平成 27 年 10 月 20 日兵庫県告示第 867 号 
（平成 27年 11 月１日から適用） 
平成 31 年４月 26 日兵庫県告示第 496 号 
（令和元年５月１日から施行） 

18 丹波篠山市上立杭地区整備計画 丹波篠山市今田町上立杭（２号区域、３号区
域、２項区域） 

約 78 ha 令和２年１月 17 日兵庫県告示第 57号 
（令和２年２月１日から適用） 

19 丹波篠山市宇土地区整備計画 丹波篠山市宇土（２号区域、３号区域、４号
区域） 

約 55.2 ha 令和４年１月 18 日兵庫県告示第 75号 
（令和４年２月１日から適用） 

 


